
2019#5Wakayamaタイムスケジュール

Ⅰ 受 付 8:45:00 ～

Ⅱ 試 走 9:05～9:30(トラック)、9:30～9:45(ロード)、その後トラック 9:05:00 ～ 9:55:00

Ⅳ 競 技 人数/組数

１． FTT 決 勝 57人 10:00:00 ～ 10:50:21

２． ケイリン　T1,T2,T3,TM,TL 予 選 7組 10:50:21 ～ 11:46:21

３． スクラッチ 決 勝 5組 11:46:21 ～ 12:26:21

４． 昼休みと表彰 12:26:21 ～ 13:11:21

５． ケイリン 決 勝 9組 13:11:21 ～ 14:23:21

６． TT（1km：39名　500m：19名） 決 勝 58人 14:23:21 ～ 15:45:01

７． エリミネーション 決 勝 2組 15:45:01 ～ 16:09:01

８． 団体種目 決 勝 16:09:01 ～ 16:37:01

９． 表彰

Timetable



 2019/8/12KTF#5Wakayama

T１ ２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 sex タイム manual 順位

15 平井 杏周 ひらい あんしゅう 京都府 北稜高校 M

14 小西 渉 こにし わたる 京都府 M

12 網矢 一徹 あみや いってつ 愛媛県 松山聖陵高校 M

11 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪府 大阪府立千里高校 M

10 二階堂 尚志 にかいどう たかし 大阪府 Single Speed Soliders M

9 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO M

8 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER M

7 岡本 那央 おかもと なお 愛媛県 松山聖陵高校 M

6 常次 勇人 つねつぐ はやと 大阪府 堺市立堺高等学校 M

5 菅原 友幹 すがわら ゆうき 大阪府 シマノドリンキング M

4 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう大阪 CWASPアタリマエダ M

3 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪 M

2 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 CWASPアタリマエダ M

1 森口 寛己 もりぐち ひろき 和歌山 M

T２　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

39 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良県Team ZERO UNO FRONTIER M

38 谷口 敦史(T たにぐち あつし 兵庫県 M

37 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう大阪 M

36 永田 弘行 ながた ひろゆき 千葉県 M

35 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪府 Team AXIS M

34 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ M

33 坂田 泰徳 さかた たいと 京都府 北稜高校 M

32 近藤 択海 こんどう たくみ 愛知県 M

30 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント野球部 M

29 山岸  正汰 やまぎし   しょうた京都府 向陽高校 M

27 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

26 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀 ストラーダR M

25 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪府 VC VELOCE M

24 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRT KOSEKI　金生堂 M

23 辻田 伸之 ツジタ  ノブユキ 三重県 鷹組 M

22 辻田 祥大 つじた しょうた 三重県 海星高校 M

21 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都府 M

20 近藤 靖矩 こんどう やすのり 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

46 岡田 宝（T おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

45 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 M

TL　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

44 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE F

43 片山 葉月 かたやま ハヅキ 奈良県 奈良北高校 F

42 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER F

41 山本 柚 やまもと ゆう 愛媛県 松山聖陵高校 F

40 辻本 真里 つじもと まり 京都府 北稜高校 F

TM　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

54 吉本 昭 よしもと あきら 京都府 京都サイクルクラブ M

52 新子 学 あたらし まなぶ 大阪府 M

51 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

50 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

49 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama Rockets RT F

48 新井秀人 あらいひでと 兵庫県 ALLOUT RERIC M

47 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

200FTT 1／2



 2019/8/12KTF#5Wakayama

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

60 谷口 敦史(R たにぐち あつし 兵庫県 M

59 岡田 宝（R おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

65 中西 夏津美 なかにし なつみ 大阪府 星工業(ほしこうぎょう) F

64 上田 征輝 うえだ まさき 和歌山 M

63 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 F

62 山崎 竣平 やまざき しゅんぺい大阪府 M

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

71 宮本 翼輝 みやもと つばき 山口県Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M
70 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫県Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M
69 佐藤永遠 さとうとわ 大阪府 M
68 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご兵庫県 M

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

72 中井 柚希 なかい ゆずき 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids M

200FTT 2／2



 2019/8/12KTF#5Wakayama

T1 ケイリン予選１組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 1 森口 寛己 もりぐち ひろき 和歌山 M

２．黒 3 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪 M

３．赤 11 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪府大阪府立千里高校 M

４．青 13 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山FortunaTredici M

５．黄 15 平井 杏周 ひらい あんしゅう 京都府北稜高校 M

６．白黒

T1 ケイリン予選2組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 2 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 CWASPアタリマエダ M

２．黒 6 常次 勇人 つねつぐ はやと 大阪府堺市立堺高等学校 M

３．赤 12 網矢 一徹 あみや いってつ 愛媛県松山聖陵高校 M

４．青 14 小西 渉 こにし わたる 京都府 M

５．黄 16 村田 修 むらた おさむ 大阪 FortunaTredici M

６．白黒

T2 ケイリン予選1組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 19 佐藤 俊雄 (T さとう としお 兵庫県tamagokakegohan M

２．黒 22 辻田 祥大 つじた しょうた 三重県海星高校 M

３．赤 25 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪府VC VELOCE M

４．青 29 山岸  正汰 やまぎし   しょうた 京都府向陽高校 M

５．黄 32 近藤 択海 こんどう たくみ 愛知県 M

６．白黒 35 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪府Team AXIS M

T2 ケイリン予選2組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 20 近藤 靖矩 こんどう やすのり 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

２．黒 23 辻田 伸之 ツジタ  ノブユキ 三重県鷹組 M

３．赤 26 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀 ストラーダR M

４．青 30 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント野球部 M

５．黄 33 坂田 泰徳 さかた たいと 京都府北稜高校 M

６．白黒 37 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪 M

T2 ケイリン予選3組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 21 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都府 M

２．黒 24 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府PRT KOSEKI　金生堂 M

３．赤 27 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府Tomotoshi Cycle 岸和田 M

４．青 31 川嶋 祐紀(T カワシマ ユウキ 和歌山FortunaTredici M

５．黄 34 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ M

６．白黒 38 谷口 敦史(T たにぐち あつし 兵庫県 M

T3+TL+TM ケイリン予選1組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 48 新井秀人 あらいひでと 兵庫県ALLOUT RERIC M

２．黒 50 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

３．赤 52 新子 学 あたらし まなぶ 大阪府 M

４．青 54 吉本 昭 よしもと あきら 京都府京都サイクルクラブ M

５．黄 41 山本 柚 やまもと ゆう 愛媛県松山聖陵高校 F

６．白黒 44 小林 りょう こばやし りょう 京都府VC VELOCE F

T3+TL+TM ケイリン予選２組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 49 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama Rockets RT F

２．黒 51 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

３．赤 53 保崎 治也 ほざき はるや 京都府カシャロ水曜夜練 M

４．青 40 辻本 真里 つじもと まり 京都府北稜高校 F

５．黄 42 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER F

６．白黒 45 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 M

KEIRIN  1／3



 2019/8/12KTF#5Wakayama

T1 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白

２．黒

３．赤

４．青

５．黄

６．白黒

T1 ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白

２．黒

３．赤

４．青

５．黄

６．白黒

Ｔ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白

２．黒

３．赤

４．青

５．黄

６．白黒

Ｔ２ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白

２．黒

３．赤

４．青

５．黄

６．白黒

Ｔ２ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白

２．黒

３．赤

４．青

５．黄

６．白黒

T3+TL+TM ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白

２．黒

３．赤

４．青

５．黄

６．白黒

T3+TL+TM ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白

２．黒

３．赤

４．青

５．黄

６．白黒

KEIRIN  2／3



 2019/8/12KTF#5Wakayama

R1 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 55 岩崎 礼緒(R いわさき れお 和歌山FortunaTredici M

２．黒 56 佐藤 俊雄(R さとう としお 兵庫県tamagokakegohan M

３．赤 57 小西 竜也 こにし たつや 滋賀 M

４．青 58 川嶋 祐紀(R カワシマ ユウキ 和歌山FortunaTredici M

５．黄 60 谷口 敦史(R たにぐち あつし 兵庫県 M

６．白黒 61 木村 友亮 きむら ゆうすけ 和歌山TEAM SANREMO M

R2+U15 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 62 山崎 竣平 やまざき しゅんぺい 大阪府 M

２．黒 63 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 F

３．赤 64 上田 征輝 うえだ まさき 和歌山 M

４．青 65 中西 夏津美 なかにし なつみ 大阪府星工業(ほしこうぎょう) F

５．黄 66 山下 賢仁 やました よしひと 東京都MELON本社支部 M

６．白黒 67 熊本 彰廣 くまもとあきひろ 京都 kyoto-cf M

７．白赤 70 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫県Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

８．白青 71 宮本 翼輝 みやもと つばき 山口県Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

９．赤青 72 中井 柚希 なかい ゆずき 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids M

KEIRIN  3／3



 2019/8/12KTF#5Wakayama

T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 1 森口 寛己 もりぐち ひろき 和歌山

２．黒 7 岡本 那央 おかもと なお 愛媛県 松山聖陵高校
３．赤 10 二階堂 尚志 にかいどう たかし 大阪府 Single Speed Soliders
４．青 11 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪府 大阪府立千里高校
５．黄 13 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山 FortunaTredici
６．白黒 15 平井 杏周 ひらい あんしゅう 京都府 北稜高校
７．白赤 17 宮崎  善彦 みやざき  よしひこ 大阪府 ナカガワ
８．白青

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 19 佐藤 俊雄 (T さとう としお 兵庫県 tamagokakegohan 

２．黒 25 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪府 VC VELOCE
３．赤 26 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀 ストラーダR
４．青 28 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう
５．黄 29 山岸  正汰 やまぎし   しょうた 京都府 向陽高校
６．白黒 31 川嶋 祐紀(T カワシマ ユウキ 和歌山 FortunaTredici
７．白赤 34 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ
８．白青 38 谷口 敦史(T たにぐち あつし 兵庫県
９．赤青 39 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良県 Team ZERO UNO FRONTIER

10.黒黄
11.黒赤

T3+TL+TM SCRATC 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 46 岡田 宝（T おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth T3

２．黒 42 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER TL
３．赤 43 片山 葉月 かたやま ハヅキ 奈良県 奈良北高校 TL
４．青 44 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE TL
５．黄 53 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 カシャロ水曜夜練 TM

R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 55 岩崎 礼緒(R いわさき れお 和歌山 FortunaTredici

２．黒 56 佐藤 俊雄(R さとう としお 兵庫県 tamagokakegohan 
３．赤 57 小西 竜也 こにし たつや 滋賀
４．青 58 川嶋 祐紀(R カワシマ ユウキ 和歌山 FortunaTredici
５．黄 59 岡田 宝（R おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth

６．白黒 60 谷口 敦史(R たにぐち あつし 兵庫県

R2+U15+U12 SCRAT2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 66 山下 賢仁 やました よしひと 東京都 MELON本社支部 R2

２．黒 70 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫県 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth U15
３．赤 71 宮本 翼輝 みやもと つばき 山口県 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth U15
４．青 72 中井 柚希 なかい ゆずき 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12

Scratch  1／1
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T１　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

18 宮本茂 ミヤモトシゲル 京都 M

15 平井 杏周 ひらい あんしゅう 京都府 北稜高校 M

14 小西 渉 こにし わたる 京都府 M

13 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山 FortunaTredici M

12 網矢 一徹 あみや いってつ 愛媛県 松山聖陵高校 M

10 二階堂 尚志 にかいどう たかし 大阪府 Single Speed Soliders M

9 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO M

8 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER M

7 岡本 那央 おかもと なお 愛媛県 松山聖陵高校 M

6 常次 勇人 つねつぐ はやと 大阪府 堺市立堺高等学校 M

5 菅原 友幹 すがわら ゆうき 大阪府 シマノドリンキング M

4 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ M

3 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪 M

2 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 CWASPアタリマエダ M

T２　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

39 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良県 Team ZERO UNO FRONTIER M

37 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪 M

36 永田 弘行 ながた ひろゆき 千葉県 M

35 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪府 Team AXIS M

33 坂田 泰徳 さかた たいと 京都府 北稜高校 M

32 近藤 択海 こんどう たくみ 愛知県 M

30 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント野球部 M

29 山岸  正汰 やまぎし   しょうた 京都府 向陽高校 M

27 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

26 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀 ストラーダR M

22 辻田 祥大 つじた しょうた 三重県 海星高校 M

21 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都府 M

20 近藤 靖矩 こんどう やすのり 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

19 佐藤 俊雄 (T さとう としお 兵庫県 tamagokakegohan M

TM 1km(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

53 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 カシャロ水曜夜練 M

49 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama Rockets RT F

48 新井秀人 あらいひでと 兵庫県 ALLOUT RERIC M

Ｒ1 1km
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

61 木村 友亮 きむら ゆうすけ 和歌山 TEAM SANREMO M

59 岡田 宝（R おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

57 小西 竜也 こにし たつや 滋賀 M

56 佐藤 俊雄(R さとう としお 兵庫県 tamagokakegohan M

R2 1km(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

62 山崎 竣平 やまざき しゅんぺい 大阪府 M

U15 1km(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

70 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫県Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

69 佐藤永遠 さとうとわ 大阪府 M

68 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 M

1kmTT  1／1
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T1　500m(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

16 村田 修 むらた おさむ 大阪 FortunaTredici M

T3 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

46 岡田 宝（T おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

45 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 M

TM 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

54 吉本 昭 よしもと あきら 京都府 京都サイクルクラブ M

52 新子 学 あたらし まなぶ 大阪府 M

51 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

50 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

47 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

TL 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

44 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE F

42 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER F

41 山本 柚 やまもと ゆう 愛媛県 松山聖陵高校 F

40 辻本 真里 つじもと まり 京都府 北稜高校 F

Ｒ2 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

67 熊本 彰廣 くまもとあきひろ 京都 kyoto-cf M

66 山下 賢仁 やました よしひと 東京都 MELON本社支部 M

65 中西 夏津美 なかにし なつみ 大阪府 星工業(ほしこうぎょう) F

64 上田 征輝 うえだ まさき 和歌山 M

63 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 F

U15 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

71 宮本 翼輝 みやもと つばき 山口県Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M

U12 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

72 中井 柚希 なかい ゆずき 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids M

500mTT  1／1
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T1+T2 +TL+TMエリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 sex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 着順 タイム 順位

１．白 10 二階堂 尚志 にかいどう たかし大阪府Single Speed Soliders M T1
２．黒 11 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪府大阪府立千里高校 M T1
３．赤 13 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山FortunaTredici M T1
４．青 17 宮崎  善彦 みやざき  よしひこ大阪府ナカガワ M T1
５．黄 24 今村 有亨 いまむら ありみち京都府PRT KOSEKI　金生堂 M T2
６．白黒 26 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀 ストラーダR M T2
７．白赤 27 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 Tomotoshi Cycle 岸和田 M T2
８．白青 28 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう M T2
９．赤青 30 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント野球部 M T2
10.黒黄 31 川嶋 祐紀(T カワシマ ユウキ 和歌山FortunaTredici M T2
11.黒赤 34 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ M T2
12.黒青 38 谷口 敦史(T たにぐち あつし 兵庫県 M T2
13.白黄 42 奥平 厚子 おくだいら あつこ兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER F TL

14.赤黄 43 片山 葉月 かたやま ハヅキ 奈良県 奈良北高校 F TL

15.青黄 48 新井秀人 あらいひでと 兵庫県 ALLOUT RERIC M TM

16.緑 51 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M TM

R1+R2+U15 エリミネーション 
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 sex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 着順 タイム 順位

１．白 55 岩崎 礼緒(R いわさき れお 和歌山FortunaTredici M R1
２．黒 58 川嶋 祐紀(R カワシマ ユウキ 和歌山FortunaTredici M R1
３．赤 59 岡田 宝（R おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M R1
４．青 60 谷口 敦史(R たにぐち あつし 兵庫県 M R1
５．黄 61 木村 友亮 きむら ゆうすけ 和歌山TEAM SANREMO M R1
６．白黒 63 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 F R2
７．白赤 64 上田 征輝 うえだ まさき 和歌山 M R2
８．白青 67 熊本 彰廣 くまもとあきひろ 京都 kyoto-cf M R2
９．赤青 69 佐藤永遠 さとうとわ 大阪府 M U15
10.黒黄 70 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫県Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M U15
11.黒赤 71 宮本 翼輝 みやもと つばき 山口県 Coraggio Kawanishi CyclingTeam Junior Youth M U15

1／1 ELIMINATION


	2019KTF#4kishiwada_timetable
	200
	ke
	SC
	tt
	500
	el

